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WiFi付き無効電力補償装置の開発
Development of Static Synchronous Compensator with WiFi-I/F

In recent years, the power grid has various problems due to liberalization of energy and spread of power electronics
equipment.
Solar power generation and wind power generation cause fluctuations in the system voltage because the power
generation capacity varies depending on natural conditions.
Due to the widespread use of devices equipped with rectifier circuits, interference of harmonics is concerned.
When the three-phase load is unbalanced, the system voltage becomes unbalanced.
In this report, we report development of STATCOM that solves these problems by controlling reactive power.
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効電力補償装置（STATCOM）が注目されている。当社では

安定した電力供給は国民生活や経済活動を行ううえで必要
不可欠である。しかし，品質の高い電力供給を行うには次の
ような課題がある。
近年，太陽光発電等の分散型電源の普及が急速に進んでい
る。しかしながら，分散型電源は自然条件などによって発電

Wi-Fi機能を内蔵した遠隔操作可能なSTATCOMを開発し
た。以下にその詳細を報告する。
■ 表1 系統電圧調整装置
Table1 Various system voltage regulator
項

目

SVR

TSC

STATCOM

ステップ

ステップ

連続

電圧調整応答

×

△

○

を及ぼす。この電圧変動問題の対策は発生要因の事業者で行

三相不平衡補償

×

×

○

うのが基本であり，電力会社から対策を求められることにな

高調波補償

×

×

○

出力が左右され短周期で変動することや，逆潮流の発生など

電圧調整方法

によって，配電系統電圧が変動してしまい系統の安定化に害

る。これらの問題を解決するために，系統電圧調整機能を持
ついくつかの装置が配電系統に設置されている。表1はその
一例の比較である。ここでSVR（Step Voltage Regulator）は，

2．製品仕様
開発したSTATCOMの主要諸元を表2に，外観を図1に示

自動的に変圧器のタップを切り替えることで系統電圧を調整

す。またシステムの簡単な構成を図2に示す。STATCOM

する装置であり，TSC（Thyristor Switched Capacitors）は，

は降圧トランスを介して系統6.6kVに接続され，トランスの

コンデンサを切り替えて進相無効電力を調整する装置であ

低圧側に，コンデンサを電源とする三相インバータとその出

り，STATCOM
（STATic synchronous. COMpensator）は，

力端のLCフィルタとで構成される定格100kvarのユニットを

［1］
～
［2］

連続的に無効電力を調整する装置である

3台並列接続する構成となる。

。

また，交直変換器を搭載する機器の普及により，系統電圧

無効電流制御モードには電圧一定等の各種モードがあり，

のひずみが問題となっている。通常電気機器は，商用周波数

ユーザが選択可能である。ユニット構成とすることで冗長性

での使用を前提として作られるが，系統電圧にひずみが生じ

や拡張性を確保した。将来的にユニットの接続数を増やし

ると電気機器に高調波電流が流れることになり，電気設備の

1Mvarまでのラインナップを用意する計画である。

故障や，家電機器の誤動作・寿命低下などの高調波障害の恐

開発したSTATCOMは電柱などの柱上への設置を想定し

れがある。高調波対策機器としては，アクティブフィルタが

ており，Wi-Fiを用いた遠隔操作が可能となっている。これ

あるが，非常に高価である。

により高所作業を必要としないことから，作業者への負担を

さらに，単相で駆動する電気機器は三相のある相間に接続
して使用するが，系統の各相に接続されている負荷のバラン

軽減することができる。また，インターネットを介して遠隔
監視を行うこともできる。

スによって，相ごとの電圧値にばらつきが発生することがあ
る。
無効電力を制御することで前記すべての問題を解決し，短
周期変動抑制やさまざまな機能を持つことができる自励式無
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3．各種機能

■ 表2 無効電力補償装置
（STATCOM）
の主要諸元
開発レポート
Table2
Specification for STATCOM
項

目

仕

WiFi 付き無効電力補償装置の開発
STATCOMには基本の無効電流制御のほかに，不平衡電

様

圧補償や高調波抑制の機能がある。図3に示されるマスタ部
３．各種機能
はそれぞれの機能毎の電流指令を生成し，各ユニットへ送信

定格出力 無効電力補償装置(STATCOM)の主要諸元
±300kvar 100kvarユニット×3
■表２
定格入力電圧
6600V（3φ
Table 2 Specification
for50/60Hz）
STATCOM

する。各ユニットは受信した機能ごとの電流指令を合成して
STATCOM には基本の無効電流制御のほかに，不平衡電圧

電圧一定（固定）

項 目

PI制御器で自身の出力する電流を制御する。制御に用いる系
補償や高調波抑制の機能がある。図３に示されるマスタ部
統電圧や系統電流は開閉器内蔵のセンサを用いて検出する方
はそれぞれの機能毎の電流指令を生成し，各ユニットへ送信

仕 様

電圧一定（自動）

定格出力

±300kvar 100kvar ユニット×3
無効電流制御

定格入力電圧

6600V(3φ,50/60Hz) 力率一定

機能

無効電力制御

機能

電圧一定(固定)
固定出力

不平衡電圧補償

電圧一定(自動)

高調波電圧/電流抑制

力率一定
固定出力

冷却方式

強制空冷（ファン）

通信

Wi-Fi

質量冷却方式

1.45t
（設計値）
強制空冷(ファン)

外形寸法
通信

幅1550mm×高さ1450mm×奥行1225mm
（設計値）
Wi-Fi

不平衡電圧補償
高調波電圧/電流抑制

質量

設計値 1.45t

外形寸法

設計値 幅1550mm×高さ1450mm×奥行1225mm

■ 図１ 無効電力補償装置
（STATCOM）
外観
■図１
無効電力補償装置(STATCOM)外観
Fig.1 Overview
of STATCOM

Fig.1 Overview of STATCOM

開閉器

法と，センサレスで推定する方法を選択でき，制御精度とコ
する。各ユニットは受信した機能ごとの電流指令を合成して
ストから適した方法を選択できる。STATCOM接続点の潮
PI 制御器で自身の出力する電流を制御する。制御に用いる

流方向が刻々と変化する環境においても，潮流方向を自動で
系統電圧や系統電流は開閉器内蔵のセンサを用いて検出する
判定する機能を有しているので，制御対象を自動で切り替え
方法と，センサレスで推定する方法を選択でき，制御精度と
て制御を行う。
コストから適した方法を選択できる。STATCOM 接続点の潮
基本無効電流制御にはさらに電圧一定（固定），電圧一定
（自
流方向が刻々と変化する環境においても，潮流方向を自動で
動），力率一定，固定出力の4モードがある。
判定する機能を有しているので，制御対象を自動で切り替え
それぞれの機能を以下に説明する。
て制御を行う。
（1）電圧一定（固定）
基本無効電流制御にはさらに電圧一定（固定），電圧一定
無効電流制御の電圧一定（固定）モードは系統電圧を制御範
（自動），力率一定，固定出力の4モードがある。
囲内に制御する。系統に接続された負荷が変動すると系統イ
それぞれの機能を以下に説明する。
ンピーダンスによりSTATCOM接続点の系統電圧が変動す
(１) 電圧一定（固定）
る。STATCOMのマスタは，検出した系統電圧が所定範囲
無効電流制御の電圧一定（固定）モードは系統電圧を制
内に収まるような無効電流指令を生成する。STATCOMの
御範囲内に制御する。系統に接続された負荷が変動すると系
各ユニットが無効電流指令に応じた電流を流すことで，系統
統インピーダンスにより STATCOM 接続点の系統電圧が変
に接続された負荷が発生させる無効電力をSTATCOMが補
動する。STATCOM のマスタは，検出した系統電圧が所定範
い，系統電圧を所定範囲内に制御する。
囲内に収まるような無効電流指令を生成する。STATCOM の
（2）電圧一定（自動）
各ユニットが無効電流指令に応じた電流を流すことで，系統
無効電流制御の電圧一定（自動）モードは系統電圧の急変抑
に接続された負荷が発生させる無効電力を STATCOM が補
制とSTATCOMの定常損失最小化を目的としたもので，瞬
い，系統電圧を所定範囲内に制御する。
時的な電圧変動を抑制し，定常的にはSTATCOMの出力を
(２) 電圧一定（自動）
絞ることができる。したがって，自動電圧調整器
（SVR）
と併

無効電流制御の電圧一定（自動）モードは系統電圧の急
用することで過渡的な電圧変動を抑制しながら補償装置全体
変抑制と STATCOM の定常損失最小化を目的としたもので，
の定常損失を小さくできる。

6.6kV系統

瞬時的な電圧変動を抑制し，定常的には
STATCOM の出力
（3）
力率一定
を絞ることができる。したがって，自動電圧調整器(SVR)と
無効電流制御の力率一定モードは系統の力率が設定した制

6.6kV/400V系

併用することで過渡的な電圧変動を抑制しながら補償装置全
限範囲に収まるように制御を行う。これは系統電流を検出す

ユニット(100kvar)

体の定常損失を小さくできる。
る開閉器の電流センサを必要とする。

+

(３)
力率一定
（4）
不平衡電圧補償
無効電流制御の力率一定モードは系統の力率が設定した
不平衡電圧補償は，三相の電圧バランスを補償する機能で
制限範囲に収まるように制御を行う。これは系統電流を検出
ある。
不平衡電圧補償は検出した系統電圧を回転座標変換し，

ユニット制御基板

する開閉器の電流センサを必要とする。
電圧の不平衡量を抽出する。電圧の不平衡を抑制する電流指

同上
ルータ

同上
マスタ制御基板
アンテナ

■図２ システム構成
Fig.2 System Configuration

ことで，系統電圧のアンバランスを抑制する。
不平衡電圧補償は，三相の電圧バランスを補償する機能
（5）
高調波抑制
である。不平衡電圧補償は検出した系統電圧を回転座標変換
高調波抑制には，系統電圧の高調波成分を抑制する電圧
し，電圧の不平衡量を抽出する。電圧の不平衡を抑制する電
モード
（図3のSwがAにスイッチ）と系統電流の高調波成分を
流指令を生成し，各ユニットが電流指令をもとに電流制御を

Wi-Fi基板
■ 図２ システム構成
Fig.2 System Configuration

令を生成し，各ユニットが電流指令をもとに電流制御を行う
(４) 不平衡電圧補償

抑制する電流モード
（図3のSwがBにスイッチ）がある。後者
行うことで，系統電圧のアンバランスを抑制する。
は電流を検出する開閉器の電流センサを必要とする。どちら
(５) 高調波抑制

高調波抑制制御には，系統電圧の高調波成分を抑制する電
圧モード（図３の
東洋電機技報 第138号
2018年

Sw が A にスイッチ）と系統電流の高調

波成分を抑制する電流モード（図３の Sw が B にスイッチ）
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各次高調波抑制
電流指令生成

各次高調波
成分抽出

各次高調波電流
成分抽出

マスタ

■図３

座標
変換

不平衡抑制電
流指令生成

Fig.3 Control block各次高調波
diagram of 各次高調波抑制
STATCOM
成分抽出

電流指令生成

標変換

+
-

Sw
B

+ +
+ -

各次高調波電流
がある。後者は電流を検出する開閉器の電流センサを必要と
B
成分抽出
マスタ
ユニット
する。どちらのモードも系統の高調波を抑制し，ひずみを抑
■ 図３ 制御ブロック図
える効果があり，電流モードは高調波発生源が特定されてい
Fig.3 Control block diagram of STATCOM

■図３ 制御ブロック図

る場合に有効である。高調波電圧抑制制御は検出した電圧や

Fig.3 Control block diagram of STATCOM
のモードも系統の高調波を抑制し，ひずみを抑える効果があ
4．試験結果
電流を回転座標変換で5次や7次成分を直流量として抽出し，

各次I

変
換
器

各次高調波
成分抽出

+

+
+

Sw

り，電流モードは高調波発生源が特定されている場合に有効

+
ユニット
PI

各次座
標変換

各次座
標変換

A

各次座

WiFi
付き無効電力補償装置の開発
各次座
WiFi
付き無効電力補償装置の開発
標変換

A

制御モードに応じた
無効電流指令生成

不平衡
成分抽出
制御ブロック図

+
+

+
各次I
４．試験結果

変
換
器

各次高調波
成分抽出

STATCOM の性能評価試験のために図４の

を開発した。STATCOM の接続点は設備用電

400/6.6kV トランスで昇圧している。負荷装

共通の２台の PWM インバータとコンバータ

４．試験結果
STATCOMの性能評価試験のために図4のような試験装

がある。後者は電流を検出する開閉器の電流センサを必要と
各次高調波電圧を抑制する電流指令を生成する。今後，11次

ランスを介して6.6kV ラインに接続されてい

である。高調波電圧抑制は検出した電圧や電流を回転座標変
置を開発した。STATCOMの接続点は設備用電源400Vから
STATCOM の性能評価試験のために図４のような試験装置
する。どちらのモードも系統の高調波を抑制し，ひずみを抑
バータである任意電流発生器により，任意
や13次成分の抑制まで拡張する予定である。
換で5次や7次成分を直流量として抽出し，各次高調波電圧を
400V/6.6kVトランスで昇圧している。負荷装置は，直流バ
を開発した。STATCOM の接続点は設備用電源400Ｖから
える効果があり，電流モードは高調波発生源が特定されてい
抑制する電流指令を生成する。今後，11次や13次成分の抑制
ス共通の2台のPWMインバータとコンバータで構成され，
および不平衡電流や高調波電流を発生させる
(６) 寿命推定
400/6.6kV トランスで昇圧している。負荷装置は，直流バス
る場合に有効である。高調波電圧抑制制御は検出した電圧や
まで拡張する予定である。
トランスを介して6.6kVラインに接続されている。PWMイ
共通の２台ので，6.6kV
PWM インバータとコンバータで構成され，ト
ラインに有効／無効電力を流すこ
電流を回転座標変換で5次や7次成分を直流量として抽出し，
開発した
STATCOM は長期運用を想定して設計している。
（6）寿命推定
ンバータである任意電流発生器により，任意の有効/無効電
ランスを介して6.6kV ラインに接続されている。PWM イン
各次高調波電圧を抑制する電流指令を生成する。今後，11次
動や，ひずみ，電圧不平衡状態を模擬するこ
長期運用で問題となるのは寿命部品の交換である。寿命部品
開発したSTATCOMは長期運用を想定して設計している。
流および不平衡電流や高調波電流を発生させることができる
バータである任意電流発生器により，任意の有効/無効電力
や13次成分の抑制まで拡張する予定である。
長期運用で問題となるのは寿命部品の交換である。寿命部品
ので，6.6kVラインに有効／無効電流を流すことによる電圧
(１) 電圧一定（固定）
は故障となる前にメンテナンス交換を行うことが望ましい。
および不平衡電流や高調波電流を発生させることができるの
(６) 寿命推定
は故障となる前にメンテナンス交換を行うことが望ましい。
変動や，ひずみ，電圧不平衡状態を模擬することができる。
で，6.6kV ラインに有効／無効電力を流すことによる電圧変
図５(a)は負荷装置で電圧変動を発生させ
開発した STATCOM は長期運用を想定して設計している。
本開発品は寿命部品であるコンデンサの静電容量を自動推定
本開発品は寿命部品であるコンデンサの静電容量を自動推定
（1）電圧一定（固定）
動や，ひずみ，電圧不平衡状態を模擬することができる。
長期運用で問題となるのは寿命部品の交換である。寿命部品
電圧一定（固定）モードで運転させたときの
することで的確な交換時期をユーザへ知らせることができる。
することで的確な交換時期をユーザへ知らせることができ
図5（a）は負荷装置で電圧変動を発生させ，STATCOMは
(１) 電圧一定（固定）
は故障となる前にメンテナンス交換を行うことが望ましい。
る。またファンなどの機械部品は累積運転時間により交換時
電圧一定（固定）
モードで運転させたときの系統電圧と無効電
電力を示している。負荷装置が約300kvar
の
またファンなどの機械部品は累積運転時間により交換時期を
図５(a)は負荷装置で電圧変動を発生させ，STATCOM は
本開発品は寿命部品であるコンデンサの静電容量を自動推定
期を知ることができる。このように最適なタイミングで交換
力を示している。負荷装置が約300kvarの無効電力を発生し
電圧一定（固定）モードで運転させたときの系統電圧と無効
したことで系統電圧が急に低下しているが，
することで的確な交換時期をユーザへ知らせることができる。
知ることができる。このように最適なタイミングで交換する
することで稼働率を高めることができる。
たことで系統電圧が急に低下しているが，瞬時に電圧変動を
電力を示している。負荷装置が約300kvar の無効電力を発生
またファンなどの機械部品は累積運転時間により交換時期を
を抑制している様子がわかる。
抑制している様子がわかる。
ことで稼働率を高めることができる。
したことで系統電圧が急に低下しているが，瞬時に電圧変動
知ることができる。このように最適なタイミングで交換する
図5（b）は電圧変動前後の負荷電流，STATCOM電流，電
電源側
負荷側
を抑制している様子がわかる。
ことで稼働率を高めることができる。
源電流のU相波形である。負荷電流急変後，STATCOM電

400V電源

電源側

負荷側

6.6kV
6.6kV

400V電源

STATCOM
SVG

STATCOM
SVG

流が約20msで応答していることがわかる。

負荷装置

（2）不平衡電圧補償

負荷装置
系統
系統
電圧
電圧

図6は負荷装置によりSTATCOM接続点電圧を不平衡状
態となるような電流を流し，STATCOMによって不平衡電
圧補償を行った様子を示している。負荷装置によって電圧不

任意電流
任意電流
発生器

平衡率が大きく変動し2.28%となっているが，約0.3秒で0.1%

発生器

以下に改善していることがわかる。

正弦波
コンバータ
正弦波

（3）高調波抑制

コンバータ

図7（a）は，負荷装置により発生させた高調波電流を電流
モードのSTATCOMにより抑制した様子を示している。負

■図４ 試験回路構成

(a)系統電圧と無効電力
荷装置により整流負荷を想定した，ひずんだ電流を流し，

Fig.4 Circuit configuration for experiment

図４ 試験回路構成
■図４■ 試験回路構成
Fig.4 Circuit configuration for experiment

STATCOMがそれを抑制するような高調波電流を出力する

Fig.4 Circuit- configuration for experiment

(a)系統電圧と無効電力
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■図５ 電圧一定（固定）の試験結果
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Fig.5 Voltage variation suppression characteristics

■図７ 高

Fig.7 H

（a）
系統電圧と無効電力
■ 図６ 不平衡補償結果

■図６
不平衡補償結果
Fig.6
Unbalance compensation result

５．ユー

Fig.6 Unbalance compensation result

STATC
図５(b)は電圧変動前後の負荷電流，STATCOM 電流，電

装置に操

源電流の U 相波形である。負荷電流急変後，STATCOM 電

操作端末

流が約20ms で応答していることがわかる。

るスマー

(２) 不平衡電圧補償

には Wi-

図６は負荷装置により STATCOM 接続点電圧を不平衡状

信を確立

通信方

態となるような電流を流し，STATCOM によって不平衡電圧
（b）
電流応答波形
■ 図５ 電圧一定（固定）
の試験結果
Fig.5 Voltage variation suppression characteristics

補償を行った様子を示している。負荷装置によって電圧不平

AP(Acce

衡率が大きく変動し2.28%となっているが，約0.3秒で0.1%以

ウェイや

下に改善していることがわかる。

通信する

(３) 高調波抑制

STATCO

（a）電流波形比較

図７(ａ)は，負荷装置により発生させた高調波電流を電

方式は遠

ことで電源電流は正弦波に近い波形に制御することができて

流モードの STATCOM により抑制した様子を示している。

STATC

いる。負荷電流と電源電流をFFT解析した結果が図7（b）で

負荷装置により整流負荷を想定した，ひずんだ電流を流し，

でアクセ

ある。STATCOMにより制御対象の5次，7次成分が十分に

STATCOM がそれを抑制するような高調波電流を出力するこ

事前にソ

抑制されていることが確認できる。

とで電源電流は正弦波に近い波形に制御することができてい

するとロ

る。負荷電流と電源電流を FFT 解析した結果が図７(ｂ)で

ドでログ

ある。STATCOM により制御対象の5次，7次成分が十分に抑

Wi-Fi

5．ユーザインターフェイス

STATCOMを操作するユーザインターフェイス（UI）は， 制されていることが確認できる。

実行でき

装置に操作パネルを設けずに無線LAN通信（Wi-Fi）を介した

によるリ

操作端末で操作を行う。操作端末は，近年急速に普及してい

（b）電流の高調波成分比較

る ス マ ー ト フ ォ ン や パ ソ コ ン な ど が 利 用 で き る。 ■ 図７ 高調波抑制結果
Fig.7
Harmonic
suppression result
STATCOMにはWi-Fi通信モジュールが内蔵されており，操

東洋電機技報

作端末と通信を確立することでブラウザから各種操作が可能

第138号

となる。
通信方法にはSTATCOMと操作端末で直接通信するAP

で，事前にソフトをインストールしておく必要がない。アク

（Access Point）方式と，STATCOMと操作端末の間をゲー

セスするとログイン画面が表示されるので，ユーザ名とパス

トウェイやルータなどの中継器を介してインターネット経由

ワードでログイン認証を行うことで各種操作画面を表示でき

で 通 信 す るSTA（STAtion）方 式 を 利 用 で き る。AP方 式 は

る。

STATCOMを 設 置 し た 現 地 で の 調 整 を 想 定 し た 方 式 で，

Wi-Fi通信による操作端末によって表3に示されることが
実行できる。運転操作や設定値変更だけでなく，数値や波形

STA方式は遠隔監視を想定した方式となる。
STATCOMはウェブサーバの機能を持っており，ブラウ

によるリアルタイムの運転状態表示や，最小0.1ms間隔で

ザでアクセスするだけでアプリケーションがロードされるの

STATCOM本体に記憶されている電流や電圧などの波形も

東洋電機技報 第138号 2018年
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表示可能である。STATCOMのファームウエア更新も行う
ことができる。
図8，図9，図10にそれぞれの表示例を示す。
■ 表3 Wi-Fi通信による操作機能
Table3 Operation function by Wi-Fi communication
操作画面

機

能

ホーム画面

運転操作,システム情報表示,故障保護表示

ステータス表示

数値表示（電圧電流実効値,電力,力率等）

波形表示

波形表示（実効値,瞬時値）

設定

制御設定,ネットワーク設定,オプション設定

ログ

イベントログ表示

各種操作

初期化,システム設定,ファームウエア更新

■ 図９ スマートフォンでの表示画面例
Fig.9 Display screen example on smartphone

■ 図10 パソコンでの波形表示例
Fig.10 Example of waveform display in real time

■ 図８ パソコンでの表示画面例
Fig.8 Example of display screen on personal computer
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